１月２０日現在
子 ども会 員：２０２人
正 会 員： ３７人
参 加 会 員 ： ９人
賛 助 会 員 ：２２８人
３３団体
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今年は、暖かいお正月でしたね。成人式もちょろ
りんと雨が降ったくらいで、まあまあのお天気でし
た。が、センター試験の頃から極寒の日々が続いて
おります。インフルエンザも猛威を振るっているよ
うですが、みなさん、いかがお過ごしですか？
いきなりですが、今回の朝の連ドラ、なんかイラ
っとしかせんか？まあ、時代背景のせいもあるでし
ょうが、母親が働いて忙しいと、寂しくて不良にな
る、みたいな描きかたはどうなんでしょう？高度経
済成長期、専業主婦が多かった時代のお話とはい
え、ムカッとします。今なんか、子育てママの 74％
が就労してると言われています。その論法でいくと
不良だらけになっちゃうじゃん。(笑)
当時と比べると、家庭の在り方は随分、多様化し
ています。子育て中の若い世代は、共稼ぎが主流。
正社、派遣、パート、アルバイトなど、家庭の事情
によって働きかたを選択し、それに合わせて子ども
たちの預け先を確保している様子。またそれができ
るよう、平成 26 年度から子ども・子育て支援新制
度なる施策もつくられました。痒いところに手が届
くか否かはさだかではありませんが。
（苦笑）
ママたちが働いているかどうかより、むしろ価値

観が多様化してい
ること、親の経済格
差が広がっている
ことの方が問題だ
と私たちは考えま
す。特に、学力格差
は経済格差に比例
すると言われてお
り、貧困により高校
進学を諦めなけれ
ばならないケース
も出てきています。
教育の機会均等は、
全然担保されてい
ません。それに伴い、子どもたちも早くからいろん
なことを諦める傾向があるように思います。進学も
テストの点数も、恋愛も、欲しい物も…。ゲットで
きるように、自分磨きして頑張る！のではなく、安
易に諦めちゃう。もったいないことです。
そこをどのように、やる気につなげていくか…っ
てのが今の教育の最も重要かつめっちゃ難しい課
題です。一人一人の子をよく見て、その子に合った
対応をすることが求められます。口で言うのは簡単
ですが、付き合う時間がたくさんいります。それは、
仕事が忙しい保護者だけでは到底無理なこと。だか
ら今、地域のマンパワーが必要なのです。昔より、
もっともっと必要です。
「日本の子ども第一主義！」って、花札さんでも
登場せんかな。(――゛)

1 月 12 日 参加者 5 名

今回は、みんなで百人一首をやってみた。
子どもの頃、私の家では、いつもおばあちゃんが
読み手で、下の句を 2 回読んでいた。私も今回、そ
うしてみた。毎年家族でやっていたという人は、負
けると悔しくて、小学生の頃全部覚えたそうだ。上
の句を読み始めた途端、下の句を唱えながら取り札
を探している。時折、「これはこんな意味なんです
よ」と教わると、詠まれた情景が浮かぶ。「無駄な
く早く」がいいことのような生活の自分と比べ、じ
っくり四季の移り変わりを心待ちにして愛で、余韻
も楽しむ暮らし方が想像される。これぞ「心の贅沢」
「ゆとり」。恋の歌も多く、現代の若い子たちでも
共感できるのでは？例えば…

〔しのぶれど 色に出でにけり わが恋は
ものや思うと 人の問うまで 平兼盛〕
久しぶりの百人一首は、皆わいわいと楽しそうない
い顔をしていた。今どきゲーム機でいつでもどこで
も一人でも遊べる
けれど、親戚や友
達で集まる機会が
多い正月、せっか
く集まったなら、
みんなでやるから
こそ楽しい遊びも
いいよね！と思っ
た。(立間)
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新年最初のおとな塾は“紙芝居”
。
「子どものころ
園で読んでもらったな～」ぐらいの思い出しかなか
ったけれど、実はとっても奥が深～い!!という目か
らうろこのお話。
「絵本との違いは、演じ手（紙芝居は読むのではなく
演じる物！）と観客でコミュニケーションを取りなが
ら、一緒に場を作り上げる文化だということ。そこ
では共感の感性が育まれます。」と関家さん。現在
一緒に活動している中峠房江さんから「紙芝居がい
いのよっ!!」と 2 年間の熱烈アプローチを受け、講
座を受講。その魅力にはまり“呉かみしばいのつど
い”を立ち上げた。保育所や子育てサークルなど
色々な場で演じるほか、紙芝居講師としてその魅力
を伝えている。
「昔は街頭紙芝居があり、戦争の PR に使われた
時代もあった。そのせいか、教育に向かないものと
言われた時代もあったけれど、子ども達は紙芝居が
大好き!」と、いろいろな紙芝居を実演してくださっ
た。『おおきく おおきく おおきくなあれ』という
参加型紙芝居は、子どもだけでなく歳を重ねた人も
みんな「成長したい」という願いを持っている事、
沖縄の海を題材にした参加型紙芝居『かりゆしの
海』は、写真が効果的に使われ、平和、環境の大切
さを静かに伝えている。
実は関家さんは 1995 年から、文化と子育て支援

ネットワーク応援団「サラダボウル」代表として、
メディアや行政に子育て支援の必要性を発信して
きた草分け的存在。人と人とのつながりを大切にし
ているだけあって、この日も内緒♡で駆けつけたお
友だちが、急きょ紙芝居の実演を行った。
2015 年 6 月に完成した紙芝居『ふうちゃんのそ
ら』は、前筆の中峠さんが呉空襲で被災した実話を
基に、呉市在住の絵本・紙芝居作家よこみちけいこ
さんが脚本・作画し、関家さんが編集を務めた作品。
この 1 年半で保育所、幼稚園を始め、小学校～大学、
高齢者施設などいろいろな場所で実演、今回の YYY
で 156 回目の公演となった。戦争を知らない小さな
子も、ふうちゃんの体験に共感し、実演後には中峠
さんを囲んで「本当にあった話なの？」といたわる
姿も。「地域の歴史を皆が共有する事で、緩やかな
つながりを持ちながら、郷土を愛する気持ちが育っ
てくれれば、と思うんです。」関家さんは改めて紙
芝居の力を再認識できたそうだ。
映画『この世界の片隅に』の盛り上がりと共に、
『ふうちゃんのそら』も静かなブームとなってい
る。“呉かみしばいのつどい”ブログはこちら。
http://blog.goo.ne.jp/brookieandherlamb
魅力に触れてみてください。（山本さ）

お抹茶・和菓子で
和に浸ります

呉市のお財布
講師：大下正起さん（呉市財政課長）

【日時】2 月 9 日(木)13:00～14:30
【会場】つばき会館
【参加費】500 円（おやつ付き♪）

【 日 時 】2 月 14 日(火)19:30～
【 開 場 】ペアーレれんがどおり
【参加費】1200 円

※準備の都合上、前日までに事務所へお申込み下さい。
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呉市で中学校給食が始まったのは、平成 27 年 9 月。選択制デリバリー方式で、現在 4 割ほどの利用が
あるそうです。しかしその中で、広地区は利用する人が少ないのだとか。そこで昨年に引き続き、今回は、
広地域で給食への理解を広げたいと思い、給食を試食する会を実施しました。担当の職員の方に、具体的
にどんな工夫が詰まった給食なのか話していただき、実際に食べて感想を言ってもらいましたよ～。
給食は 1 食 300 円。しかし実際には、1 食あたり
600 円ほどかかっているのだとか。保護者が払う費
用は食材費のみ。人件費や光熱費、配送費などは呉
市が負担しているそうです。
市販の弁当と違う所は、材料は産地指定で細かく
決められており(ほぼ国産)、地元呉の食材も使われ
ています。献立は呉市の栄養士が立てており、もち
ろん減塩も。調理方法は細かく指定して、業者に発
注しているのだそうです。
注文は 1 か月ごと。2 カ月ほど前には生徒全員に
メニューが配布されます。ホームページに献立を掲
載している中学校もあるので、見てみては？

中学校給食の意義は…。
①栄養 バランスのとれた
食事の提供
②食の理解を深める
③地産地消
④市内の不均等の解消
⑤子育て支援(保護者の負
担軽減)
牛乳 と卵についてはア
レルギ ー対応も行ってい
るそうです。

ごはん
ごまみそとんかつ
野菜いため
白菜のおかか和え
じゃがいものうま煮
ごはんは
温かい♪

子どもがおいしくないと聞
いたらしいが、おいしかっ
たので、伝えようと思う。
(小６・呉地区)

家では食べないメニュー
が食べれたり、材料も国
産と聞いて安心した。
(小３・広地区)
夏場は衛生面を考えると
給食がいい。
(小６・広地区)

さすが食に関すること、皆さん興味津々で質問し
ていました。当事者である児童に試食の機会を作っ
てみては…という声も。小学校では野外活動や修学
旅行の期間中に保護者の給食体験会を行っている
とか。そういった時間を利用すれば、6 年生だけ試
食することもできるのかも？？
他にも要望は様々あるようですが、教育委員会主
導では、現場の先生との調整も必要で、困難なこと
も。元々、保護者の強い希望の声から始まった給食。
年々子どもの数が減っていくなか、どう運営してい
くか、保護者が積極的に「こうしていきたい」と声
を多くあげていくことで、子どもたちにとって良い
方向になっていくといい、と給食の主(笑)は言って
おられました。(宇都宮)
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皆様、新年明けましておめでとう御座います。今
年も宜しくお願いしますと定番のご挨拶から始ま
りました。お正月の暴飲暴食で体重計を封印しても
う数週間、ダイエットが頭をよぎっております。
さて、今年は元旦から子ども達と“新年の初日の
出を灰ヶ嶺で見よう”と威勢の良い計画を立て“初
日の出登山”を決行しました！流石に三男君(6 歳)
は難しいのでお家でお留守番。日の出は 7 時 16 分。
子どもの脚も考えて 3 時 30 分に出発致しました。
気温 1.8 度！最初は元気に始まった登山も時間が
経つに連れ、疲れで口数か徐々に少なくなっていく
中、一番大変だったのは寒さ！登山で 100m 上昇す
ると 0.5 度～0.7 度気温が下がりますので、400m 付
近ではマイナス 0.6 度！子ども達はとうとう無口に

なりました。顔色、歩くスピード、気力をみていた
のですが、おおよそ登頂出来る可能性がありません
でしたので、3 分の 2 登ったところで登頂断念とし
ました。子ども達は悔しそうなことを言っていまし
たが、下山し長ノ木のセブンイレブンを見つけた頃
には、子ども達の脚は限界に達しておりました。コ
ンビニに立ち寄り 3 人で“特製肉まん！！”をほお
ばりながら、来年の登頂を心に堅く誓いました

中学校での読み聞かせは、各学年、月 1 回、朝の
読書の時間です。10 分間なので、語りや、朗読もし
ますが、絵本を 1 冊読むことがほとんどです。毎年、
3 年生の最後の時間は、日程の関係で、3 月初め、
公立高校入試の直前、翌週には卒業式、というよう
な日に行くことになります。進路がすでに決まって
いる子もいますが、大半の子は、本番の入試を控え
て、一番落ち着かない、大変なときです。こんな時
に、読み聞かせを聞くような気分でもないよね、と
思いながら行くのですが、不思議なことに、この日
が、1 年のうちでも、聞いてくれた！という手ごた
えがいちばん感じられる日なのです。
ある年のこの日、
『つるにょうぼう』
（赤羽末吉絵、
矢川澄子再話 福音館書店） を読んだことがありまし
た。「つるのおんがえし」としても知られる有名な
昔話です。この絵本は、美しい絵と、情感のこもっ
た文章で描かれ、春まだ浅い空のかなたに、つるが
飛び去っていくラストは、切なく、静かな余韻が残
ります。この日、読んでいるうちに、物語が聞き手

にすーっとしみこむよう
に伝わっていくのが、はっ
きりと感じられました。乾
いた砂漠の砂に、水がしみ
こんでいくような聞き方
でした。ほんのわずかな時
間ではありましたが、読み
手である私も、聞き手の子どもたちも、遠い雪国に
いて、お話の世界に入りこんでいたのです。入試を
控え、緊張や、重圧や、不安などでいっぱいに違い
ない時期です。でも、そんなときに、親でも先生で
もない、地域のおばちゃんが来て、受験とも、進路
とも何の関係もない絵本を読む、そのことによっ
て、教室には別の世界が確かにひろがった、ふしぎ
な体験でした。
受験生でなくても、春が待たれるこの季節におす
すめの 1 冊が『はなをくんくん』
（クラウス文 シーモ
ント絵 きじまはじめ訳 福音館書店） です。春の足音
が聞こえてきます。
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新成人の皆さんおめでとうござ
います!!
このたび新たに成人を迎えたの
はおよそ 121 万人。彼らはなんと
「たまごっち」と同級生( ﾟДﾟ)!!
他にも、猿岩石やアムラーファッシ
ョン、ルーズソックスが大流行した
年です。日本の未来は明るいと思う
のは 33％、政治経済への関心も低
いとか。スマホ所有率は iPhone が
Android を大きく上回っているそ
う。リオ五輪で活躍した白井健三選
手や高梨沙羅選手も同じ年。
今年も 1 月 9 日成人式の日に
次々事務所に立ち寄ってくれまし
た。そんな彼らの 2017 年は！？漢
字一文字で表してもらいました！

まっつん
働いて働いて、お金を稼いで、
とにかく仕事に慣れれば！「金」
じゃないの？と言われて、
「お金
をもらうにも、まずは働かない
となので！」だって。

あいか
大学で 1 年過ごしてきて学科で
もサークルでも大切な仲間に出
会うことができました。今年は
専攻の授業も増えるのでより深
い知識を身につけ、サークルも
大学生活の 1 番の思い出になる
よう頑張っていきたいです。

かずみ
今年こそは、舞ってみたいなと
思って(笑)
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みゆ
成長する 1 年にする！

デレラ
今年は自分のやりたいことを全
制 覇 し よ う か と ！ や りた い こ
と、いっぱいあります！

あみ
今年は美しい女性になりたい。
世界を目指す(笑)そうです。

帯の形も髪も個性があって、とっても映えてました!
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べーちゃん
春からは専門学校も 3 年生、劇
団も入ってから長くなってきた
ので、初心にもどりたいなと。
気持ち新たにがんばりたいな！
と思います。

ひーさん
いつも笑顔ですごすこと！を目
標に 1 年がんばります。

そら
自分を見失わずに、流されずに。

撮影後、同窓会に行ったり、
プリクラ取りに行ったり、友
だちと飲みに行ったりと、そ
れぞれに成人の日を楽しんだ
ようでした。
成人年齢を 18 歳に引き下
げる動きもありますが、今国
会では法案提出は見送られた
とか。成人年齢が何歳であっ
ても、成人を迎える日は、こ
れからどんな大人になりたい
かを考える、ひとつの節目で
はないでしょうか。皆さんの
これからの人生を、応援して
います！(宇都宮)
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２０１７年も女子会始動です！
新年１発目は…書き初め！今
年をどんな１年にしたいか、漢
字１文字で書いたよ～！(１文字
じゃない人おるけど…笑) 習
字するの何年ぶり？！ってゆう
人ばっかりで、昔を思い出し
ながら(笑)書きました。
いざ書こう！ってなったら、
書き順とか漢字忘れてて悪
戦苦闘(*_*)携帯のアプリ使
ってあーでもない、こーでもな
い…。学校じゃできない二度
書きする人も…。みんな何と
か書けました（笑）
２月にハネムーンに行く人は「Ｈawaii」って書いたり、旦那さんの名
前シリーズ書いてみたり(笑)
なかなか１文字が決まらなかったり、納得いかなくて何枚も挑戦し
たり…。それぞれ思い思いに書いたよ～。個性があって書くのも見る
のも楽しかった！ ○十年生きてきて、漢字を間違って覚えていたこと
が発覚した人もいました(笑)
「今年はばりばり働くぞ！」「いろんなことを決断する！」「良い意味で
適当に(笑)」「一から何事も取り組みたい」「いろんな場所に旅行行き
たいな～」などなど、いろんな意味が込められてました。学校の書道
は書く字が決められとったりして自由じゃないけん、今回は楽しかっ
た(^O^)みなさんも書初めしてみては？ 書いてみるだけで、目標が現
実味を帯びるかも。 どんな一年になるのか楽しみ♪♪♪(もえ)
→やり始めたらおもしろくて、何枚も書いちゃった
～(笑) 事務所に貼ってあるので、みんなの力作
見に来てね！
さて、あなたの 2017 年はどんな年にする？ 昨年
から始まった女子会 P、楽しく女子力あげながら、
ちょっと日常のスパイスになるような企画を今年
もやろうと思います(*’▽’) 一緒に楽しむ女子を
毎月募集中！(年齢問わず笑) (まゆまゅ)

↑１文字じゃないじゃんってツ
っこまれたから「１文字っぽく
書いた！」との作品。決意が感
じられるね(笑)
→最後まで悩みまくって書
いた２人(笑) 「戀(こい)」って
難しい漢字も！「いとし、いとし
と言う心、っていう成り立ち
が好き」と教えてくれてキュ
ンキュンしちゃった(*´ω｀*)

次回 2 月 18 日(土)
詳しくは、LINE＠でお
知らせ。友だち登録し
てね！
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明けましておめでとうございます！先月の続き
の話をしようと思うのですが、覚えてますか？笑
クラウドファンディングで資金集めをした、キン
グコング西野さんの絵本の個展「えんとつ街のプペ
ル展」のことです！クラウドファンディングとは、
「自分がええなと思った企画にお金を投資して、み
んなから資金を集めた企画がうまくいったらリタ
ーンがありますよ！」みたいな感じです。私は西野
さんのアイデアが好きなので、3500 円くらいだっ
たかな？投資して、リターンとしてトートバッグを
貰いました。プペル展はこだわりが凄くて、原画を
真っ暗なギャラリーで LED で照らすというもの。
めちゃくちゃ綺麗ですよね？わざわざ東京まで日
帰りで見に行った甲斐がありましたよ！皆さんも
ぜひ絵本を手に取って読んでみてください。

22 年前で、いまだ心の痛みを抱えたままの人がたく
さんいらっしゃると分かりました。でも、東日本や
熊本、全国の色んな所と助け合って前を向いて進ん
でいるところが、とっても広島と似てるなぁって。
早起きして、地元の人の震災への気持ちを肌で感じ
られたことは、私にとって良い経験になりました！

綺麗でいえば、もう一つ。私、神戸で 4 年勉強し
てきて、初めて「1.17 阪神淡路大震災のつどい」に
行きました。朝 5:46 に黙祷をして、公園の竹灯籠
を見たり、献花をしたり。神戸の街はとても綺麗で、
完全に復興してるように見えるけど、震災はたった

2017 年が始まりました！今年も良い 1 年になり
ますように(*´?`*)
今回は冬休みの思い出について。
先月書いたアンサンブルコンテストで、見事ゴー
ルド金賞を頂きました！朝練や土日の 1 日練習で、
仲間と頑張って作りあげた私たちの音楽が、審査員
の方々に良い評価をつけてもらえて本当に嬉しか
ったです。引退まであと少し、たくさん練習しても
っともっと上手くなりたい、後悔しないように精一
杯部活をやりきりたいと心から思いました。
年末には、家族で徳島県の大塚美術館に行ってき
ました。世界の名画が原寸大の陶板で再現されてい
て、教科書で見たことのある絵画を間近で見ること
ができました！大塚美術館は、写真撮影や作品に触
れることが禁止されていないので、子どもから大人

までどの世代でも楽しめる美術館だと思います。レ
プリカなのに、そう思わせない迫力があって、とて
も楽しかったです！是非行ってみてください！
学 校 の課 題 が終
わらなくて大変だ
ったことを除けば、
冬休みは楽しいこ
とばかりでした笑
来年は受験間近で、
きっと休みを満喫
するどころではな
いので、今のうちに
貴重な体験ができ
てよかったです。
(≧∀≦)
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空＠空☆ガ。の

1 月 21 日、同じ園のママが歌うよ～ってことで、PTA
コーラスを聴きに行ってきました。実は私、なんと人生
初！文化祭とか合唱コンとかで聴いたことはあったのか
も？だけど(記憶にございません笑)、うちは母がコーラスや
ってなかったので、完全にスルーしてたよ (笑)
この日は 1 日かけて、朝 9 時半から、呉市内の小中学
校が 19 グループも出演しました。昔は 2 日間にわけてや
っていたとのこと。すごい人数の保護者や先生、地域の
方が出てるんですね!!
坊ちゃまたちがグズグズ言うので、5 校くらいしか聴け
ませんでしたが、意外と面白かったです。すっごく上手
で鳥肌立つくらいの学校もあれば、ジブリやドラえもん
のキャラクターに扮する演出をしてた学校もあって、歌
っている保護者の方たちが、とても楽しそうでした。会
場は、出演者とその家族…って感じだったので、出演じ
ゃなくても、一般の人でも、聴いたら意外と楽しいよー！
って、ちょっとやりたくなったよー！と思ったのでした。
PTA=やりたくない事みたいな話も聞くし、新聞でも特集
されてたりしますが、やってみたら楽しい!!っていうこ
と、実はたくさんあるよね(^O^)

YYY 事務局は、1 月 4 日からスタートしました。
今年もよろしくお願いします！
新年から、いろんな人が。成人の日は、今年は 8
人の新成人が撮影に来てくれました。華やかでパワ
ーがあって、とっても元気をもらいました。協働セ
ンターにいた頃、一緒にジャスコに行ってたみゆち
ゃんが振袖姿とは。
。
。同じねずみ年として、若干恐
怖を覚えました(笑)
ふぇすのゼリーづくり真っ只中だった 14 日、
久々
の嬉しいお客様が。以前、おとな塾にお越しいただ
いた、田頭伸子さん。広島文化学園大学保育学科の
教授であり、学科長も務めておられます。この日は
センター試験。数年に一度の寒波で雪が降ったあの
日です。悪天候のため呉に宿泊した田頭さんと、事
務所では子育て支援トークが繰り広げられました。
保育学科の学生のこと、子どもの教育格差のこと、
保護者と先生との関係などなど…話題は尽きず、そ
の場に居合わせた私はプチおとな塾に参加した気
分でした。田頭さんをはじめ、今月のおとな塾の関

家さん、YYY の先輩たちがこれまで作ってきた子育
て支援の空気の中で、今、私子育てしてるんだなぁ
って身に沁みました。自分も頑張らんと！と思えた
日でした～。ちなみに、東京都の予算が発表されま
したね。昨年度より増額したものの、子育てにぐっ
と力を入れたものになっているとか！わが家も現
在、幼稚園児を 2 人抱え自転車操業ですが、家計に
おける教育費の割合って結構高い…。呉市の予算は
どーなるかな!? 2 月のおとな塾をめっちゃ楽しみに
している今日この頃です(笑) (宇都宮)
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元｢三匹の悪ガ
キ｣のキヨ、シゲ、
ノリは、還暦を機
に｢三匹のおっさ
ん｣として私設自
警団をやること
三度の飯より本が好き！あなたに絶
に!? 周りで起こる
対読んでほしい本をご紹介。大人も子
どもも愛読書が見つかりますよ。
難事件。絶妙なチ
ームワークで人々
はじめまして！中 1 のちかちかです。今回から、 を救います!!
本の紹介をしたいと思います。
私が｢カッコイ
ナゼしたいと思ったのか…それは、子ども司書や イ ！ ｣ と 思 っ た の
図書委員会でやった仕事が楽しくて、またやりた は、3 人が周りの人
い！と思ったからです☆ 子ども司書ってナニ??と たちの心を、変えていくこと。
「三匹のおっさん｣と
思った人のためにすこし補足を。子ども司書は、本 関わることで、キヨの家族をはじめ、たくさんの人
の好きな 5･6 年生が講座に応募し、研修を受けるこ が自分と向き合えるようになり改心します！犯人=
とで認定されます。私は 5 年生の時に認定され、本 つかまえるではなく、心を変えれるように協力する
のポップを作ったり、実際に図書館のカウンターで ところが｢おぉ～(^O^)！｣となるポイント！何度読
仕事をしました。興味のある高学年の人はぜひ！
んでもあきない、とってもフカ～イお話です!! 読む
…というのが一応きっかけですが、1 番の理由は、 たびに新しい発見・感動があります。あなたも絶対
｢本が好き｣だからです！（笑）
ハマる(笑) ぜひぜひ読んでみてください！
さっそく第一回は有川浩さんの『三匹のおっさ
ちなみに、ドラマ化もされてま～す♪再放送があ
ん』をご紹介！
れば、そちらもぜひ！！(ちかちか)

1 月 15 日(日)、
「新春 YYY ふぇす」と題し
て、お抹茶やおやつ、邦楽や川柳クイズ、狂
言絵本や特大福笑いで楽しむ会を企画して
いました。しかし…大寒波に見舞われ、広島
では 11 年ぶり 19cm の積雪。呉の街も真っ
白に。大雪警報が発令されたため、泣く泣く
中止となりました。
お茶席をお願いしていた Y 崎さんは、季節に合わせた柄の器を選ん
でくださっていたとか。邦楽八人の会では、尺八と琴の演奏をする用
意をしてくださってたり。事務所メンバーも、ゼリーの製作、特大福
笑いづくり、川柳クイズの字を書いたり。
。
。と準備をしていたので、
またどこかで、お茶会がやりた～い!!と思うのでありました。楽しみ
にしてくださってた皆様、ごめんなさい!! (YYY スタッフ一同)

【文字数】800 字前後
【原稿料】ちょびっと
【問合せ】TEL 24-5646

やんちき通信では、中高生～大学生ぐらいまでの若者ライターを募集
中。今夢中になっていることや、何気なく日々思ったことなど、ブロ
グみたいに書けば OK！原稿は 600 字前後。ちょびっと原稿料も出る
よ★書いてみたい人は事務局まで電話！
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